入札参加資格者名簿
【コンサル】

沖縄県

受付番号

商号名称

代表者氏名

宮古

所在地

電話番号

74000001 （有）カイホウ計画

瑞慶覧 明

沖縄県宮古島市平良字西里９７１ー４

0980-73-5669

74000002 （株）日建コンサルタント

佐平 博昭

沖縄県宮古島市平良字西里９９３ー２０

0980-73-3733

74000003 （株）大協企画コンサルタント

上地 治實

沖縄県宮古島市平良字西里１２９８ー２

0980-73-0861

74000004 （有）シグマ技研

佐和田 惠利

沖縄県宮古島市平良字下里１３２６ー６

0980-72-8161

74000005 （株）八島建設コンサルタント

川満 寿男

沖縄県宮古島市平良字下里１１９９ー２

0980-72-4688

74000006 大成設計事務所

友利 博利

沖縄県宮古島市平良字西里１１２３ー２０

0980-72-8664

74000007 （株）海秀

名嘉真 充

沖縄県宮古島市平良字西里１１１５ー６

0980-72-1144

74000008 （有）沖縄調査開発

平良 英松

沖縄県宮古島市平良字下里１３５６

0980-72-1815

74000009 （株）大成建設コンサルタント

砂川 博昭

沖縄県宮古島市平良字下里１４０９ー３

0980-73-2247

74000010 （有）マツノ測研

松元 隆榮

沖縄県宮古島市平良字下里９２５ マンションオアシティー１０３号

0980-73-5802

74000011 （株）興武測量設計

砂川 武本

沖縄県浦添市城間３ー４ー８

098-874-7508

74000012 （株）宮古測量設計コンサルタント

湧川 弘範

沖縄県宮古島市平良字西里６００

0980-72-3179

74000013 （有）羽生土木設計

高里 良明

沖縄県宮古島市平良字下里４８１

0980-73-3772

74000014 伊志嶺敏子一級建築士事務所

伊志嶺 敏子

沖縄県宮古島市平良字西里２６９番地

0980-72-2116

74000015 沖縄企画開発（株）

喜屋武 照玄

沖縄県宮古島市平良字下里３９９ー１

0980-73-0081

74000016 （有）都一級建築設計事務所

垣花 正昭

沖縄県宮古島市平良字下里１３７９ー５

0980-72-7104

74000017 基建築設計事務所

下地 実

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根６０ー２

0980-73-1721

74000018 （株）東洋建設コンサルタント

下地 明

沖縄県宮古島市平良字下里１３５５ー１

0980-72-3093

74000019 （株）ながはま建築工房

長濱 毅

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根４７５ー１住吉マンション１０２号室

0980-72-3494

74000020 ヨナハ設備設計事務所

與那覇 始

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根４２７‐６

0980-72-6250

74000021 盛建築設計研究所

友利 恵盛

沖縄県下地町下地町字与那覇１７０‐７

09807-6-2553

74000022 玄設計事務所

根間 玄俊

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８２３ー１

0980-72-6023

74000023 前泊仁建築設計事務所

前泊 仁

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根６１４‐３

0980-72-8998

74000024 （有）五島総合設計

中村 智

沖縄県宮古島市平良字下里１０８９ー２１

0980-73-2046

74000025 第五設計

宮平 浩賢

沖縄県平良市平良市字下里１０８９番地の７

09807-2-8340

74000026 （有）シモマサ設計

下地 正彦

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根２４３ー２

0980-72-9924

74000027 （資）設備技研

手登根 秀紀

沖縄県宮古島市平良字荷川取８３

0980-72-0391

74000028 旭設計

仲間 伸一

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７９３ー４

0980-73-2336

74000029 （有）豊見山測量設計

豊見山 祐

沖縄県宮古島市伊良部字長浜１５４４‐５

0980-78-6321

74000030 友利建築設計事務所

友利 吉宏

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根３ー１４

0980-72-6510

74000031 （株）新生建設コンサルタント

上里 聡

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６３９ー４

0980-73-2990

74000032 タツミ建築設計事務所

芳山 辰巳

沖縄県平良市平良市字西里１３３２‐７

09807-2-7657

74000033 南一級建築設計事務所

與那覇 盛福

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根７１５ー３

0980-73-1016

74000034 與儀康一級建築士事務所

與儀 康

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根４３８ー３

0980-72-6843

74000035 建築設計事務所アリス

佐渡山 豊

沖縄県宮古島市平良字西里１００７‐１５

09807-2-3455

74000036 （有）ヤマサト設計

山里 盛和

沖縄県宮古島市平良字下里１１７５ー１１

0980-72-3244

74000037 島尻設計

島尻 光雄

沖縄県宮古島市平良字下里２０８４ー２

0980-73-3395

74000038 （有）日章技研

天久 肇

沖縄県豊見城市字真玉橋２７４‐３

098-856-0382

74000039 久仲工建建築事務所

仲間 正人

沖縄県宮古島市平良字松原２３６番地

09807-3-3203

74000040 （有）英建設計

國仲 英輝

沖縄県宮古島市平良字下里１２０１ー６

0980-72-7857

74000041 池村博美建築事務所

池村 博美

沖縄県宮古島市平良字下里８０５

0980-72-9678

74000042 邦建総合企画

奥平 邦光

沖縄県平良市平良市字東仲宗根６７８‐６

09807-2-7536

74000043 （有）地建

砂川 博昭

沖縄県宮古島市平良字西里６７２ー６

0980-73-7707

74000044 建喜設計事務所

野原 照夫

沖縄県平良市平良市字下里３１０７‐２６

09807-3-0908

74000045 勝設計事務所

下地 勝義

沖縄県宮古島市平良字久貝８５７ー４

0980-72-8012

74000046 海邦設計

仲宗根 良男

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根８８５ー１５

0980-73-1777

74000047 設備設計メンテック

下地 直樹

沖縄県宮古島市字西仲宗根６０ー２

0980-73-0077

74000048 根間文雄建築設建事務所

根間 文雄

沖縄県宮古島市平良字久貝１０５９

0980-72-4995

74000049 新城設計室

新城 豊吉

沖縄県宮古島市平良字下里１３７９ー１４

0980-73-6318

74000050 Ｐｕｂｌｉｃ Ａｒｔ Ｄｅｓｉｇｉｎ

下里 広幸

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根４１７‐３

0980-73-6320

74000051 栄・建築設計事務所

砂川 栄

沖縄県宮古島市平良字平良字西里６４７ー１０

0980-72-2111

74000052 安里建築設計事務所

安里 徹

沖縄県平良市平良市西里７８０番地の３

09807-2-7594

74000053 長浜康裕建築設計事務所

長濱 康裕

沖縄県平良市平良市字西里７４３の１

09807-3-5775

74000054 なかま建築設計事務所

仲間 盛仁

沖縄県平良市平良市字西里７‐１４

09807-2-3491

74000055 サン設計事務所

下地 恒彦

沖縄県宮古島市平良字下里８６１番地

09807-3-1051

74000056 （株） 奥隆建設

新里 武

沖縄県伊良部町伊良部町字佐和田１３５９

09807-8-4500

74000057 大吉建築事務所

下地 賢吉

沖縄県宮古島市平良字久貝１０６９ー３

0980-73-5390

74000058 粟国哲一級建築士事務所

粟国 哲

沖縄県平良市平良市字東仲宗根４９４‐２

09807-3-2441

74000059 （有） イー・エス・イー

下地 光春

沖縄県宮古島市平良字下里１３５７番地の７

09807-2-7821

74000061 （有）翼測量設計

池城 勝也

沖縄県宮古島市城辺字西里添１１００ー５

0980-77-2701

74000062 （有）エリア測量設計

宮國 安弘

沖縄県宮古島市上野字野原６１２ー１４

0980-76-3220

74000063 （株）大松企画

松原 貞夫

沖縄県平良市平良市字西仲宗根２０

09807-2-8820

74000064 平良設計事務所

平良 博光

沖縄県宮古島市字下里１２５番地

0980-73-8607

74000065 大勝測量

上地 大平

沖縄県平良市平良市字久貝８７６‐１

09807-2-8621

74000071 岳設計工房

砂川 博岳

沖縄県宮古島市平良字西里１３０４ー８

0980-73-5823

入札参加資格者名簿
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沖縄県

宮古

74000073 （有）アースエンジニアリング

野原優子

沖縄県宮古島市平良字西原３３０

09807-3-2307

74000074 ライフ設計

与那嶺 耐

沖縄県宮古島市平良字西里１０２０ー３ーキャッスル石川１０５号

0980-73-1002

74000075 宮古総合企画設計（同）

友利 博利

沖縄県宮古島市平良字下里１２０１‐６

09807-3-2799

74000076 （有）アイ・アンド・ケイ技研

伊志嶺 一之

沖縄県宮古島市平良字西里１３０４‐８

0980-74-3038

74000077 伊佐設計室

伊佐 智勝

沖縄県宮古島市平良字久貝８５１ー４１

0980-73-2188

74000078 （有）大栄工務店

下地 惠次

沖縄県宮古島市城辺字福里１０８４

0980-77-8769

74000079 Ｍ＆Ｅ設備設計

佐久田 健二

沖縄県宮古島市城辺字西里添３６２ー２

0980-77-4367

74000080 創設計

粟国 哲

沖縄県宮古島市平良字下里７９０ー１平良アパート３０３号

0980-72-1223

74000081 松原設備設計事務所

松原 利昇

沖縄県宮古島市平良字下里１２７１ー４

0980-73-8038

74000082 一級建築士事務所ＡｔｅｌｉｅｒＬｉｎｅ

矢納 徹

沖縄県宮古島市平良字松原５６１ー５ーＧ

0980-75-5975

74000083 （株）スペースデザイン

比嘉 正人

沖縄県宮古島市平良字西仲宗根４４８ー２

0980-74-2141

74000084 福原組設計事務所

福原 光勇

沖縄県宮古島市平良字東仲宗根６７８－１１

0980-72-9005

74000085 想設計

粟国 哲

沖縄県宮古島市平良字下里２１５１

0980-79-5688

74000086 合 與那覇設備企画

與那覇昇

平良字東仲宗根添1777-2

0980-72-9006

